
（編集後記：平田）
付箋にはあまり残っていませんが、図書館にカフェっぽい雰囲気が求められ
ていることがよーくわかりました。みなさまにとっての図書館を、落ち着ける居
場所にもしたいし、知的好奇心をくすぐられる場所にもしたいと思います。
模様替えの感想をぜひお聞かせください！
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上越教育大学附属図書館ニュース Vol.8
特集：ワークショップ「これからの図書館をいっしょに考えよう！」を
開催しました！

図書館 Topics

１４

12月21日～2月29日に、蔵書の紹介POPを募
集しました。
期間中に6枚のPOPの応募がありました。ご応募あ
りがとうございました。
提出されたPOPは4月30日(土)まで、本とともに展
示しています。
本は貸出可能です。是非、ご覧ください。

Topic４ : 
「学生の、学生による、学生のためのPOP」
を大募集しました！

12月1日～1月12日の約1ヶ月半、交換展示会と
して、新潟県立看護大学図書館の蔵書50冊、主に
医学系の本を展示・貸出しました。
期間中、のべ23冊の貸出がありました。メンタルヘル
ス関連や、当館にはなかなか入れられない闘病記など、
興味深い本がたくさんありました。

Topic１ : 
新潟県立看護大学との蔵書交換展示会を
行いました！

12月15日(火)に、附属図書館の学習支援の一
環として、「レポート・論文作成の マナーと文献の利
用方法」と題して講習会を行いました。
6名の参加がありました。ご参加くださり、ありがとうご
ざいました。
当日の資料は上越教育大学リポジトリの下記URL
よりダウンロードすることができます。レポート作成等の
参考にご覧ください。
（http://hdl.handle.net/10513/00006974)

Topic２ : 
講習会「レポート・論文作成の マナーと
文献の利用方法」を開催しました！

2月23日～2月29日に、今年度２回めのミニ古本
市を２階ゲート内すぐの所で開催しました。
今回は、重複等で利用しない図書館の旧蔵書を並
べました。
７日間で、61人の方に238冊の本を引き取ってい
ただき、盛況のうちに終わることができました。特に初日
は、大勢の方で賑わいました。
引き取られていった本が、少しでも役立てば嬉しいで
す。
また、募金をしていただいた方々、お志に感謝いたし
ます。上越市社会福祉協議会に確かに寄付いたしま
した。ありがとうございました。

Topic３ :
第２回ミニ古本市を開催しました！

11月25日(水)に、2階情報交流ゾーンで第２回ワークショップを開催しました。
学部生８名、大学院生５名の１３名が参加してくださいました。ありがとうございました。
４～５人ずつ３グループに分かれて、自由にアイディア・意見を出し合い、付箋に書いて模造紙に貼ってい
く形式です。途中でメンバーを替えた後、元のグループに戻り、簡単にまとめを発表していただきました。

なお、オーダーメイドガイダンスを随時、
受け付けています。
図書館カウンターでお申し込みください。
お一人から利用可能です。

平成28年度から、情報交流ゾーンで「月曜○○講
座」が始まりました。毎週なにかしらのイベントが行われ
ます。お楽しみに！
４月は図書館案内ツアーやクイズラリーなども行って
います。新入生のかたも上級生のかたも奮ってご参加
ください。

Topic６ :
新年度はイベント盛りだくさん！

ワークショップで出た
アイディア・意見は
次ページに！

奥にセルフのドリンクコーナーを用意し、
温かい飲み物を飲みながらおしゃべり。
（館内は蓋付き飲み物のご利用OKです！）
コーヒーの香りが好評で、いつもこうならいいのに、という声も・・・
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２

ワークショップ「これからの図書館をいっしょに考えよう！」で出たご意見一覧

○検索機を増やしてほしい

○パソコンが遅い・・・

○プリンターを新しいものに…!

○印刷ステーションのあれこれ

利用者用パソコン入替＋台数が増え
ました！動きも速くなりました。

○カフェ感

○窓辺がいい！！○壁がいい！！○壁席が欲しい

○手に持っている本を置きたい

！各階に本を持ち運ぶカート

○ラミネーター欲しい！

○足の短い人でも足が床につく椅子 ○長時間でも疲れない学習机の椅子

○おしゃれなソファー ○傷のない学習机

○試験前に混むので学習席を増やしてほしい ○席の配置

↓以下、今後の参考にさせていただきます。

！匂い、アロマ ！音楽が流れる場所 ！BGM・癒しのクラシック
！スターバックスのコーヒーが飲めるようになるといいな ！借りた人はコーヒーを飲める
！ネスカフェとかお水のサーバー ！コーヒーサーバーが欲しい ！コーヒーショップ？
！福祉施設で作っているようなクッキーとかを売ってほしい ！飴やクッキーをちょっとつまみたい
！棚を低くしてほしい ！本棚を増やす ！雑誌は手前においてほしい
！１、３階にゴミ箱が欲しい ！グループごとに仕切り板
！クイックマッサージ機 ！マッサージチェア ！クイックマッサージ(のお店？)
！グループ学習スペース(個室) ！個室がいい ！漫画喫茶のような個室
！１階を明るく
！トイレを綺麗に明るく ！トイレの流す音が気になるので衝立がほしい
！親子連れも入ったりできるスペース
！絵などを壁に掛けられる展示スペース
！休める場所・昼寝できるところがあるといい?
！本のジャンルに合わせてゾーンにあった空間づくり
！静かな図書館が好き(そういうスペースを残したい)
！がんぎ風の内装 ！ほんぽーと(＝新潟市中央図書館)感
！ガラス張り ！ガラスの球体の図書館(都会の私立大学)
！文化の発信源 ！勉強・調べごと ！ICTの小型化

！図書館サービスの周知

！学部１,２年の使い方周知

○ AVコーナーの使い方が分からない

○学習指導要領のありかを周知する

○イベントコーナー ！シアター・定期的な上映会

！地域の子どもたちと本を生かした交流

情報交流ゾーンにて各種イベントを開催します。
既に月曜○○講座が開講中です！
読み聞かせに関するセミナーなども開催予定です。

○人気ランキング

○ビレッジヴァンガードのようなPOP

○ポップコーナーを設ける

！授業に即した本の並び

！様々な先生の授業記録蔵書が一箇所に集まっているといい

掲示・ガイダンス・SNSなどで随時周知
します。

！ビジネス書 ！自己啓発の本 ！現代アートの本 ！時事ネタのもの ！小説・文庫本

！情報誌 ○実習校の子どもが読んでるような漫画・本 ！サブカルチャー系の情報雑誌

！コロコロコミック・コミックボンボン ！ちゃお・りぼん・なかよし ！英語版コミック

○有名な教授のモデル授業のAV ！電子書籍（kindle） ！ DVDレンタル ！ AV資料

マルチメディアコーナー

広報不足へのご指摘

イベント開催

本の並べかた・展示

印刷ステーションのプリンターが新しくな
りました。

マニュアルを見直し、AVコーナーの
資料と使い方について周知します。

調べ方ガイドを作成しました。今後、
置き場所についても検討予定です。

○文献複写が届くのがもっと早くなるようなシステム

○たまにバイト（ワークスタッフ）が頼りない

○高田図書館の検索結果が見られるように

！学部生も１５冊借りたい

！リクエスト図書を早く入れてほしい

！本用の袋（一緒に貸し出してほしい）

！質問をホワイトボードに書いて、誰かが答えてくれるシステム

図書館サービス
お急ぎでしたら速達も選べます。
※他館へは平日なら当日中に依頼しています

指導を徹底いたします。

今後、検討いたします。

市立図書館ホームページから蔵書検
索が利用可能です。

今後、検討
いたします。

POPコンテストを行いました。
現在展示中！

定期的に発表するなど今後検討いたします。
昨年度ランキングは館内掲示中！※web限定でp5に掲載

至らない点が多く
申し訳ありません

小中学校の朝の読書で人気の
シリーズが入ります！な～んだ？

「明日の教室DVD」シリーズが入りました！

リフレッシュゾーンを模様替えしました。

ハイスツールを設置。
本を置いたり座ったりできます。

カゴならご用意してあります。(２階・３階)

貸出物品に追加しました。
ラミネートフィルムはご自身でご用意ください。

模様替えで新しい椅子・
机が増えました。いろいろ
座り比べてみてください。

窓に向いた壁際の席を増やしました。

○
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施設・設備・環境へのご要望

足りない・もっと増やしてほしい！資料群



先生のためのアドラー心理学

著者 赤坂真二

分類番号 374.1/A 32

配架場所 2階教員著書

No.1 No.2

【2015年4月から2016年2月までの貸出回数によるもの】

著者 赤坂真二

学級づくり成功の極意 学級を最高のチームにする極意

著者 赤坂真二

分類番号 374.12/A 32

配架場所 2階教員著書

分類番号 374.12/A 32

配架場所 2階教員著書

No.2

No.4
ほめる叱る教師の考え方と技術
何のために・何を見て・どのように

著者 赤坂真二

分類番号 375.1/A 32

配架場所 2階教員著書

No.5
イメージで捉える感覚英文
認知文法を参照した英語学習法

著者 今井隆夫

分類番号 835/I 43

配架場所 3階

No.5
中学校の
「地理」
の教科書

No.5
クラスがうまくいく!
『学び合い』ステップアップ

著者 西川純

分類番号 375.1/N 83

配架場所 2階教員著書

No.5
なぜか仕事がうまくいく
教師の7つのルール

著者 西川純

分類番号 374.3/N 83

配架場所 2階教員著書

No.5
いま「クラス会議」がすごい!

著者 赤坂真二(編著)

分類番号 374.3/N 83

配架場所 2階教員著書

今年度良く借りられた本をピックアップしてみました！
本学教員の著書が多く貸し出されていました。
皆さんも読んでみてはいかがでしょうか？

５
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